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ＪＡＮＩＣ２０１１年度 事業報告 

１．２０１１年度全体の振り返り 

 

2011 年度、日本は東日本大震災という未曽有の大災害を受けて、あらゆるセクターが被災地支援に取り

組んだ１年間だった。救援活動に携わるボランティアやNGO/NPOの活躍によって、阪神大震災以来のボ

ランティアやNPOへの社会の期待が高まり、寄付税制やNPO法の改正も行われた。 

途上国支援が本来の使命であり、今まで一部の団体を除いて国内の災害に対して救援活動を行ってこ

なかった国際協力 NGO の多くが、被害のあまりの大きさゆえに震災直後から救援活動を行い、海外での

災害救援や組織的な事業運営の経験を活かして一定の成果を上げることができた。その一方で、「国内が

たいへんな時に海外協力をしている余裕はない」といった内向きの風潮も見られて海外協力のための募金

が集まりにくいとか、被災地支援に人材や資金を振り向けたために海外事業に影響したという団体も多かっ

た。 

地震と津波の被害に加えて起きた福島第 1 原発事故による放射能汚染は、福島の人々に計り知れない

困難を強いる中で、原子力エネルギーが人類によって制御可能であるとの幻想を打ち砕き、ひとたび事故

が起きると地球的規模の災厄を及ぼすことを知らしめ、持続可能な社会の在り方を私たちに投げかけた。 

また、リーマンショックからようやく立ち直りつつあった日本経済は、震災に加えて欧州通貨危機と歴史的

円高、タイの大洪水の影響からさらに悪化し、それに伴って ODA 削減や援助と経済成長路線との組み合

わせの議論も起きた。 

 

東日本大震災直後に JANIC としても被災地支援に携わることを決定し、タスクチームを立ち上げて救援

活動を行う NGO の支援を開始した。情報収集と発信、NGO が必要とする資金や人などのマッチング、被

災３県に現地連絡事務所を立ち上げて、それぞれに職員を配置し、被災地のニーズ把握と NGO とのマッ

チングに取り組んだ。また、活動の記録化を当初から計画して、震災に取り組んだ NGO の活動と課題、問

題点をまとめた報告書および DVDの作成、シンポジウムの開催などを行った。 

東日本大震災以外の通常業務に関しては、震災対応に関して外部人材中心のタスクチームを立ち上げ

たこともあり、多少の影響を受けたもののほぼ計画通りに実施することができた。 

提言活動については、11 月に釜山で開催された第 4 回援助効果向上ハイレベルフォーラムに向けて、

ODA 援助効果・CSO 開発効果に関して積極的に提言活動を行った。また、震災タスクチームと連携して、

政府の ODA 削減方針や被災地物資の ODA 活用による援助への反対を表明した。また、2012 年度のリ

オ+20や日本での IMF世銀年次総会開催に向けて準備を進めた。これらの取り組みの中で、過去と比べて

多数の専門性の高い提言書をタイムリーに発行することができた。 

広報活動については、ウェブの改善や震災特別サイトの開設の効果もあり、ページビュー数が飛躍的に

伸びた。 

 2 年目を迎えた MDGs2015 キャンペーンは、日本政府主催の MDGs フォローアップ会合に合わせた市

民シンポジウムの開催やグローバルフェスタでのイベントなどで、市民への啓発活動に努めた。しかし、震

災による人々の内向き志向の影響などもあって市民の間での MDGs の盛り上がりには至らず、キャンペー

ンは当初の予定通り 2 年間で終了した。MDGs については、提言活動の重要課題として今後も 2015 年ま

での MDGs 達成状況のフォローをするとともに 2015 年以降のポスト MDGs に向けて引き続き提言活動を

行っていく。 

他セクターとの連携については、特に企業連携に関して外務省「NGO 研究会」の受託による「NGO の企

業連携実態調査」の実施や、震災をきっかけとした新たなNGO と企業との連携が進むなど、成果があった。 

 NGO の能力強化と社会的責任の向上に関しては、正会員団体による ASC2008 の実施を促す一方で、

ASC2008 改定委員会を立ち上げて時代に合った内容への改定作業を進めた。また、震災をきっかけに支
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援の受け手に配慮した支援原則をまとめて HAP の翻訳作業の手伝いをするなど、国際的な基準の日本

への紹介にも努めた。 

 自己財源の拡大のために、「ファンドレイジング・タスクチーム」を立ち上げて、グループ横断的な自己財

源の拡大に向けた取り組みを強化した。2011 年度自己財源全体としては、東日本大震災で多額の寄付が

集まった影響が大きかったとはいえ、JANIC 総収入に占める自己財源比率も 50%を超える成果を残すこと

ができた。また、JANICの専門性を活かした一般向けの研修事業である JANIC Laboratory を実施したこ

とも自己財源の拡大につながっている。 

組織体制については、会員管理データベースの新規導入、認定NPOの申請完了（その後 2012年 5月

に認定取得）、就業規則の見直しなどに取り組んだ。会員については、企業会員は震災をきっかけとした新

たな出会いもあって順調に伸びたが、正会員については目標を下回り 97団体に留まった。 

 

2011年度の決算については、JANIC自身が東日本大震災の被災地支援事業を行ったことや、NGOサ

ポート募金の震災募金が 8千万円以上集まったこともあり、総事業費が 247,466,100円と、前年比約 1億円

増（66％増）となった。収支については、自己財源拡大努力の成果もあり 4,928,150円の黒字となった。なお、

JANICでは今年度から NPO会計基準に準拠した会計処理及び会計書類の記述を行った。 
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２．２０１１年度事業報告 

２－１ 東日本大震災対応                                        

主担当部門 震災タスク 

 

２-１-１ ２０１１年度の重点目標 

2011年 3月 11日に発生した東日本大震災は、東北地方を中心に甚大な被害を及ぼした。JANIC正会員

団体を中心とした国際協力NGOは、いち早く現地に駆けつけて、各NGOが持つ専門性を活かした活動

を開始した。JANIC は、ジャパン・プラットフォーム（JPF）と連絡を取りつつ、情報の収集と提供、NGO 間の

連絡調整・支援、外部との連携・交渉、県レベル調整活動、提言活動などを実施し、被災した人々の 1日で

も早い生活の再建に協力する。 

 なお、活動は 2012 年 3 月末までとし、また県レベルの活動においては JPF と協力しながら、JANIC にと

って無理のない範囲で地方展開を行う。 

 

２-１-２ ２０１１年度の振り返り 

(1) 3 県の地方事務所（仙台市、遠野市、福島市）の設置と駐在員の配置を通じ、被災地の状況や救援情

報の収集と現地組織との連携が進み、よりニーズと現状に即したマッチングや現地組織との協働が可

能となった。また、地方事務所ではキャパシティの十分でない地元組織と外部リソースを繋ぐため、プロ

ジェクト形成支援も実施した。このことを通じ、災害時における支援の受け皿の能力強化の必要性が認

識された。 

(2) 被災地の状況や救援に関する情報は、情報交換会、メーリングリスト、ウェブ等で共有され、会員 NGO、

企業、助成団体などが支援先や新たな協力関係を見つけることに貢献した。特に、海外からの支援団

体やリソースや経験の乏しいまたは新規に参加してきた NGO や企業など、関わり方を模索している団

体にとっては大きな助力となり、JANIC 会員数の増加にも繋がり新たな支援と助成の呼び水ともなった。

ただし、緊急時における情報の集約の仕組みとその質の点では課題が残った。特に、大災害発災直

後は通常の情報チャンネルが機能しないので、事前に代替チャンネルを準備しておくことや、効果的

な合同迅速調査の必要性が認識された。 

(3) 被災地で活動する NGO や現地組織の活動を側面支援するため、物的、人的なリソースの提供を行っ

た。人材派遣については、スキームを新設もしくは既存のスキームを活用して有能な人材の提供に努

めた。携帯電話の無償貸与やパソコン、被災地地図の無償供与等の労を執り、支援活動のファシリテ

ーションに貢献した。 

(4) 政府や行政機関、地元組織との調整は、種々の調整・連絡会議を通じて行ったが、おおむね情報交

換に留まった。NGO を含む市民社会の関わりが公的な認知を受けておらず枠組みがないことなどが

障害となり、支援活動の調整の面では十分に機能し得なかった。次の国内大災害対応に向けて、マル

チセクター参加型の危機対応計画の策定を通じた事前の準備や公的な調整メカニズムへの参加など

が課題として認識された。 

(5) NGOの震災支援に関わるセミナーやワークショップへの参加と実施やDVDビデオの作成と配布を行

った。特に、日英両語で制作したDVDはYouTubeへも投稿され、一般市民に対するNGO活動の広

報として理解促進に繋がると考えられる。また、セミナーやワークショップではNGO／NPOを対象に緊

急人道支援に係る国際基準（HAP、SPHERE 等）の啓発を図った。しかし、国際基準の主流化につい

ては十分と言えず今後の課題となった。 

(6) 提言グループと協力し、震災に関わる政策提言を行った。新しい公共への参加や政府に対し震災に

関係する ODAの使途、原発問題に関わる意見書などを提出した。 

(7) NGOの震災支援に関わる記録報告書を作成し、今回の教訓と次の大災害への対応の提言をとりまとめた。 
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(8) NGO の震災支援の成果と関係機関との連携をテーマにしたシンポジウムを開催し、今後の災害時の

連携について一般市民を交えて考える場をもった。 

 

主な実施事業（詳細別紙「実施事業一覧」参照） 

・ 震災支援にかかる情報支援活動 

・ NGOの震災支援活動のファシリテーション活動 

・ 震災に関わる団体のネットワーキング活動 

・ 震災支援をより有効に行うための政策提言活動 

・ 今回の震災の経験を教訓とし、次に生かすための記録・記憶化活動 
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２－２  社会を変えるための政策提言と調査活動                        

主担当部門 調査・提言グループ 

 

２-２-１ ２０１１年度の重点目標 

 JANIC はこれまで「日本の NGO が提言する場を提供する」役割と、「JANIC が主体的に提言活動を

する」役割の 2つの役割を果たしてきたものの、前者の役割に重点を置いてこれまで活動してきた。2011年

度については、後者の役割を強化し、日本の国際協力 NGO の代弁者の主要アクターとして、活発な提言

活動を行う。 

 2011年度は、環境整備事業や草の根人間の安全保障支援保障等の見直し、CSOの開発効果向上等

を通じて、日本及び現地の NGO が活動しやすい政策環境づくりの実現に重点をおきたい。また提言活動

にあたっては、2010 年度に行われた NGO データブックの調査、同時並行で行う CSO の開発効果に関す

る調査などを踏まえたうえで実施する。 

 

２-２-２ ２０１１年度の振り返り 

(1) NGO 外務省定期協議会、NGO-JICA 協議会、MDGs フォローアップ会合やリオ+20 国内準備委員

会への関与等を通じて、今年度も積極的に「日本の NGO が提言する場を提供する」役割を果たすこ

とができた。 

(2) 政務三役などハイレベルの政府関係者と質の高い政策対話が実現し、ＪＡＮＩＣの提言内容を一部政

策決定に反映させた。成果があった具体的な提言イシューとしては、ODA の 2 割削減の阻止、NGO

支援予算の確保、JICA 草の根技術協力のスキーム改善、草の根人間の安全保障支援無償のスキー

ム改善等である。一方で、政策決定への影響がほとんど及ぼせなかったイシューは、MDGｓ達成や東

アフリカ飢餓対策のための資金の拡充、日本の ODA の援助効果向上（パリ宣言とアクラ行動計画へ

の取り組み強化）等である。 

(3) 援助効果／開発効果に関しては政策決定への影響は限られていたものの、第 4回援助効果向上ハイ

レベルフォーラムに向けて、政府三役を含むハイレベルな政府関係者との活発な意見交換を行った。

またCSO開発効果に関する第 2回・第 3回ナショナルコンサルテーションを開催し、CSO開発効果に

関する議論を深めることができたものの、日本の NGO の関心を広く喚起するには至らなかった。さら

に、ハイレベルフォーラムのほか、カンボジア、インドネシア、韓国で開催された関連会合にも活発に

参加し、特に韓国ネットワーク NGOの KCOCを含む海外NGO との連携をより一層強化した。 

(4) NGO-JICA協議会での議論を通じて、JICA草の根技術協の経理業務が簡素化された。また JICAボ

ランティアに関するNGOとの連携、地域のNGOと JICA国内機関の連携、開発教育におけるNGO

と JICAの連携などが強化された。 

(5) 持続可能な開発に関する提言活動については、リオ+20NGO 連絡会への参加や、リオ+20 国内準備

委員会の委員としての貢献を通じて提言活動を行ったが、開発 NGO の関心喚起と議論への巻き込

みは十分にできなかった。 

(6) 6 月に開催された MDGs フォローアップ会合では、動く→動かすと協力し、国内外の NGO の参画を

コーディネートするとともに、活発な提言活動を行った。また MDGｓ2015 キャンペーンと連動し、NGO

の提言内容に関する啓発活動を行った。 

(7) 2012 年 10 月に開催される IMF 世銀年次総会に向けて、2011 年 10 月に IMF 世銀総会 CSO 連絡

会を立ち上げ、第 1 期幹事と事務局を務めた。また 2011 年 9 月にワシントンで開催された IMF 世銀

年次総会に出席するなど、2012年の総会に向けた準備を行った。 

(8) 2011 年度は次の提言書を発行した。ODA 削減、MDGｓ、援助効果などについてタイムリーで専門性

の高い提言書を発行することができた。 
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提言書一覧 

・ 「政府開発援助（ODA)2割削減」再考を求める声明文（2011年 4月） 

・ 「政府開発援助（ODA）」予算に関する共同提言書（共同提言、2011年 4月） 

・ MDGs フォローアップ会合への NGO声明文（共同提言、2011年 6月） 

・ ODAによる被災地産業の支援に関する提言書（2011年 7月） 

・ 原発問題と持続可能な社会に関する JANIC の考え方 （2011年 8月） 

・ 平成 23年度・24年度予算における政府開発援助（ODA）予算に関する要望（2011年 8月） 

・ 第 4回援助効果向上にかかるハイレベルフォーラム（釜山 HLF）における 援助の透明性の実現に関

する要望書 （国内外のＮＧＯと共同提言、日本語、英語、2011年 10月） 

・ 第 4回援助効果ハイレベルフォーラムに関するNGOの要望 （2011年 11月発表） 

・ 第 4回援助効果ハイレベルフォーラムに関するNGOの要望 （共同提言、2011年 11月発表） 

・ 第 4回援助効果ハイレベルフォーラムに関するお願い （共同提言、2011年 11月発表） 

・ 釜山宣言（最終版）に向けた提言書 （2011年 11月発表） 

・ 第 4回援助効果閣僚級会合 釜山成果文書に関する緊急提言 （共同提言、2011年 12月発表） 

・ JANICイシューペーパーNo.2 『釜山への道、釜山からの道：CSOと援助・開発効果』（2012年 3月） 

 

主な実施事業（詳細別紙「実施事業一覧」参照） 

・ 援助効果に関する調査・提言活動 

・ NGO外務省定期協議会 

・ NGO-JICA協議会 

・ 環境NGO・開発NGO連携促進事業 

・ IMF世銀年次総会への対応 
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２－３  １００万人の市民がＮＧＯを好きになるための広報活動                           

主担当部門 広報グループ 

 

２-３-１ ２０１１年度の重点目標 

2011 年度は、昨年度力を入れて取り組んできた「国際協力 NGO の理解者のパイを広げること」に加えて、

「JANICの支援者を拡大すること」にも力を入れて広報活動に取り組む。 

とりわけ、「これまで JANIC と何らかの接点のあった人」へのアプローチを強化し、JANIC の支援者になっ

てもらうための情報発信を戦略的に行う。ネットを中心とした情報発信に注力しつつも、『シナジー』や『デー

タブック 2011』の積極的活用や「グローバルフェスタ JAPAN2011」などのイベント、講師派遣や講演などを

通じて、NGO全般と JANICの両方についての情報発信をタイムリーに行う。 

 

２-３-２ ２０１１年度の振り返り 

(1) 懸案だったウェブサイトの尺の変更を行うと同時に、ユーザーの目線を踏まえたコンテンツの並び替え

を行った。また、東日本大震災 NGO 活動情報サイトの開設と更新を 2010 年度末から本年度初めに

かけて実施し、NGO の救援活動に関心のある国内外のユーザーのニーズに応えた。その結果、

JANIC ウェブサイトへの訪問者数が最終的には月間平均 12 万 5,000 アクセスに対し、ページビュー

数が前年度から飛躍的に伸び（月間平均 69 万 6,000PV）、「国際協力の理解者のパイを拡大するこ

と」には一定の成果が得られた。 

(2) 201１年 12月号の『シナジー』より、2010年度のリニューアル目的であった若い人や女性、社会的課題

に関心の高い層の開拓にむけ、提供方法の選択肢を増やすために、電子書籍としての販売を開始し

た。年度末時点で目立った反響はないものの、定期購読者の割合が高いことから、今後の購読形態と

しての可能性を注視していく前提で 2012年度も継続予定である。 

(3) 「グローバルフェスタ JAPAN2011」の主催団体の一つとして、出展NGOのとりまとめやNGOプログラ

ムの企画・実施などを滞りなく行い、NGO出展団体数は 169団体と例年の 170団体規模を割ったが、

全体の来場者数は 11 万 2 千人と過去最高となった。特に本年は東日本大震災において日本が途上

国を中心とした諸外国から受けた支援に注目し、日本からの国際協力が日本と国際社会の絆を形成

していることの事実と重要性を来場者に理解してもらう企画に NGO の観点からの企画提案を行った。

他方、運営上の課題（実行委員会の立ち上がりの遅れや出展枠の整理）については次年度に持ち越

しとなった。 

(4) 「国際協力NGOの理解者のパイを広げること」に関する取組みとして、JICA、UNDPとの連携事業で

ある「なんとかしなきゃプロジェクト」においては『東アフリカ飢餓』に関する取組みである『SOS アフリカ

キャンペーン』の立ち上げに参加し、サイト上のみならず、グローバルフェスタ JAPANにおいても関連

ワークショップを開催し、総合的な広報キャンペーンとしていくことに尽力した。 

(5) 25 周年事業の一環としてのシナジー25 周年特別号の企画検討と国際協力 NGO の概要理解に向け

た DVD制作に着手した。 

主な実施事業（詳細別紙「実施事業一覧」参照） 

・ ウェブサイトの改善・強化、新設 

・ メールマガジンの発行 

・ シナジー発行 

・ グローバルフェスタ JAPAN2011事務局運営 

・ イベント出展 

・ NGO キャリア・プログラム 

・ NGO市民情報センターの運営 
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２－４ 世界の貧困問題と MDGs達成のためのキャンペーン                                        

主担当部門 渉外グループ 

 

２-４-１ ２０１１年度の重点目標 

2010年から開始した世界の「貧しい」を半分に。MDGs2015キャンペーンは、2011年で 2年目を迎える。

2011 年度は、キャンペーンの参加 NGO、後援団体、協力団体、協賛企業、連携キャンペーン等との連携

を更に強化し、他セクターとの連携を通じてMDGsにこれまで関心がなかった層にも働きかけを行う。 

具体的には、2010 年度に作成したキャンペーンサイト、Twitter を通じたメッセージ集め、ワークショップ

などのツールを有効活用することによって、キャンペーンに参加する層を広げることを重点課題とする。 

 

２-４-２ ２０１１年度の振り返り 

(1) キャンペーンサイトをはじめとした広報ツールやイベント、ワークショップ等を通じて一般市民が MDGs

を知り、行動する機会を提供することができた。特に、MDGs フォローアップ会合やグローバルフェスタ

JAPAN2011 等の MDGs や国際協力に一般市民の関心の高まるタイミングで、タイムリーにイベント開

催や広報を行うことができた。 

(2) MDGs達成に向けて活動するNGO、後援、協賛、協力、助成団体のキャンペーン参加団体数が増加

した。また、キャンペーン参加団体で構成するMDGsカウントダウン・ネットワークを通じて、情報交換やイ

ベントの共催、講師派遣、提言活動の連携などを行ない、協働してMDGsの啓発を行うことができた。 

(3) 一方で、「一般を対象とした MDGs の啓発」については、特にウェブサイトのアクセス数、MDGs2015

まとめて募金の数字が伸び悩んだ。 

(4) 2011年度で本キャンペーンは終了するが、2012年度は、リオ＋20や IMF世銀総会など、MDGs/ポス

ト MDGs に関わる重要な世界的動きがあり、JANIC は本キャンペーンの経験を活かして 2015 年まで

の達成期限をめざして引き続き MDGｓの啓発・提言活動を継続する予定である。  

 

主な実施事業（詳細別紙「実施事業一覧」参照） 

・ MDGsに関する広報活動 

・ MDGs渉外関連活動 

・ MDGsに関するイベントの実施 

・ MDGs缶バッジの販売 
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２－５  他セクターと NGOとの連携促進                                                              

主担当部門 渉外グループ 

 

２-５-１ ２０１１年度の重点目標 

MDGsの達成、貧困削減などのグローバル・イシューの解決を共通目的に、NGOと他セクターそれぞれ

の強みを活かし、弱みを補完する連携を積極的に行う。2011 年度は昨年度に引き続き、企業、自治体、労

組に対して戦略的な連携を継続する。その際、連携効果の最大化を目指し、各セクターの中間支援的な組

織（自治体国際化協会、経団連、連合など）との連携強化を図る。 

企業については、CSR 推進 NGO ネットワークの活動を更に発展させるだけでなく、JANIC 単体と個別

企業との連携も積極的に進め、企業からの資金調達・企業協力会員獲得などの自己財源強化にもつなげ

る。 

 

２-５-２ ２０１１年度の振り返り 

(1) 企業との連携は、設立 4 年目を迎えた「CSR 推進 NGO ネットワーク」の活動を中心に、同ネットワーク

の 3 ヵ年計画で掲げている「連携の質を高め、量を増やす」ことを目標に活動を行った。外務省「NGO

研究会」事業を受託することができ、自己財源（参加費）と委託事業費をバランスよく活用しながら計画

通り事業を実施することができた。特に、「NGO の企業連携実態調査」を実施し、その結果を JANIC

の NGO ダイレクトリーに反映するとともに報告書にまとめた。また、地方（広島）と東京で連携シンポジ

ウムを開催することができた。 

(2) 2011 年度は東日本大震災を機に、新たな NGO と企業の連携が数多く発生した。震災直後から物資

の提供、寄付金（支援金）、社員ボランティアの派遣・受入れ、など多種多様な連携が生まれた。 

(3) 自治体との連携は、自治体国際化協会との協働事業である「市民国際プラザ」の運営業務の中で、連

続勉強会の実施、各種情報提供、相談対応などを行い、また、地域ネットワーク NGO や国際交流協

会とも連携して、北海道と広島でワークショップを開催した。これら一連の活動を通して、NGO と自治

体の連携を推進することができた。 

(4) 労働組合との連携は、「NGO-労働組合国際協働フォーラム」の枠組みにおいて、全体会兼学習会、

合同企画委員会、各種イベント開催などを行い、これらの事業を通じてNGOと労働組合との連携促進

を行った。また、新たな試みとしてメールマガジンの発行を開始した。 

 

主な実施事業（詳細別紙「事業実施一覧」参照） 

・ CSR推進NGOネットワーク（NGO研究会） 

・ 自治体国際化協会との連携 

・ NGO-労働組合国際協働フォーラム 
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２－６  ＮＧＯの能力強化と社会的責任の向上                              

主担当部門 能力強化グループ 

 

２-６-１ ２０１１年度の重点目標 

 3 ヵ年計画を踏まえ、JANIC が NGO のネットワークとして、NGO の社会的な影響力や存在感の拡大と

信用性の向上に必要な能力向上と組織強化、アカウンタビリティに関する取組を進める。能力向上と組織

強化に関しては、主にNGOの組織運営に関する集合型研修を、最低 2件複数年計画に基づき継続的に

提供する。昨年度立ち上げた正会員ワーキンググループ制度の活用促進を進めると共に、新しい組織強

化の方法論として、組織運営に係る専門人員の仲介サービス立ち上げ等を検討する。また、コンサルティン

グ形式での組織強化支援が行えるような体制の整備に取り組む。 

 NGOの信用性向上に関しては、主にアカウンタビリティ・セルフチェック 2008（ASC2008）の促進と改定に

向けた準備を行う。また、団体内での継続的な取組支援の仕組みの確立とドナー確保に努める。 

 ネットワーク NGO としての組織強化と能力向上およびアカウンタビリティに関し、必要に応じ、他のネット

ワーク NGO や団体と連携を行う。 

 

２-６-２ ２０１１年度の振り返り 

(1) NGO 向けの組織強化の取り組みとして、NGO の管理部門のテーマに特化した「NGO の組織運営・

管理集中講座｣では、総務およびメンタルヘルスに関する講座を開催した。開催準備に際しては 6 団

体の協力を得、NGO のニーズに即した内容の提供につながった。2010 年度に実施した『NGO の職

場におけるメンタルヘルスに関する調査』については専門家による分析を開始した. 

(2) 5 カ年計画に基づき 2005 年度から 2009 年度まで実施した助成制度付きマネジメント研修「国際協力

NGO 次世代リーダー育成事業」について、2009 年度の助成対象 2 団体への助成を実施すると同時

に、5カ年評価結果と併せ本研修で得られたNGOマネジメントに関する実践事例を広く関心層と共有

する会合を 4回開催した。年間で約 80名のNGOマネジメントに関心のある現役スタッフからマネジメ

ントに関する専門性を持った個人や将来NGOで働きたいと考えている個人等の多様な層からの参加

がありネットワーキングの機会ともなったことから、本事業の目的を達成したと考える。 

(3) 5 年目の事務局運営受託となった外務省主催 NGO 長期スタディ・プログラムは、参加者 11 名（応募

件数 14件）とほぼ定員（12名）どおり実施した。研修分野としては例年になく提言活動関係のものが多

く、他の研修制度では対応できない同活動分野に関するニーズに対応ができた。 

(4) アカウンタビリティの取り組みについては、2010年度に決定されたNGOサポート募金加入時のアカウ

ンタビリティ・セルフチェック 2008（ASC2008）取得条件化を踏まえ、ASC2008チャレンジ実施を進めた。

正会員団体より同決定に対する問題提起がされた際には理事会において扱いを審議した。同問題提

起やチャレンジ実施件数の増加を通じ、ASCが有する課題が顕在化したことを受け、改訂委員会を立

ち上げチェック項目や実施方法の見直しの検討に着手した。新規チャレンジ数は 36団体、累計 61団

体となった。 

(5) 東日本大震災に関連した NGO の能力強化やアカウンタビリティに関する取組みにも着手した。被災

地支援の現場では、NGO や NPO は、刻々と変化する被災地・被災者のニーズに速やかに対応しな

がら、様々な関係者と協力、調整しながら実施することが求められたものの、多くの団体にとって初め

ての経験であった。参考にできる考え方や事例も限られていた中、被災地・被災者のニーズへの対応

が十分できたとは言い難い状況だったとの認識が NGO/NPO 自身に加え、今回初めて日本の

NGO/NPO を支援した海外ドナーから投げかけられた。同問題認識への対応策として、米国の NGO

であるChurch World Serviceが企画した、緊急人道支援の現場において蓄積・活用されてきたスフィ

ア・スタンダード（人道憲章と災害援助に関する最低基準）と、より支援の受け手の立場に配慮した支

援原則をまとめた HAP（人道支援の説明責任（アカウンタビリティ）と品質管理（クオリティ）に関する
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HAP 基準）の双方を一度に学べる複数回のセミナーと、両基準に関するトレイナー養成講座に共催

者の一員として参加した。HAP に関しては CWS による翻訳作業への助言を行う Q&A Working 

Group に参加した。更に国内の大規模災害支援に対応しうる団体育成を目的とした研修事業と助成

事業を組み合わせた新たな事業を立ち上げた。 

(6) JICA地球ひろばが所管し、平成 19年度に新設ないし改定となった４つのNGO向け研修・支援制度

に関する評価調査を受託した。これら事業が日本の NGO の組織強化・能力強化に一定量つながっ

たことが把握されると同時に、今後の制度毎の改善策や支援方針のあり方についての提言を行った。 

(7) 新しい組織強化の方法論としてコンサルティング形式での組織強化支援が可能な体制の整備として、

JICA地球ひろば主催のNGOの組織強化のためのアドバイザー制度への法人登録の準備を行った。

組織運営に係る専門人員の仲介サービス立ち上げについては検討を見送った。 

 

主な事業（詳細別紙「実施事業一覧」参照） 

【NGOの能力強化】 

・ NGO組織管理集中講座 

・ 国際協力NGO次世代リーダー育成事業全体共有会 

・ NGO長期スタディ・プログラム 

・ 災害に強いNGO育成プロジェクト 

・ 調査受託（NGO向け研修・支援事業（平成 19～22年度）の評価調査） 

【NGOの社会的責任の向上】 

・ アカウンタビリティ・セルフチェック 2008 

・ Quality & Accountability に関する取り組み（特にスフィアおよびHAP） 

・ 社会的責任に関するNGO/NPO ネットワーク（ＮＮネット）への参加 
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２－７ ＪＡＮＩＣ会員及びＪＡＮＩＣ組織体制                                      

２-７-１ ２０１１年度の重点目標 

正会員を中心とした国際協力に携わる NGO や、JANIC のミッションや機能に賛同する個人や企業、教育

機関等の法人と共に、日本で有数の国際協力 NGO のネットワークとしての役割を果たしていくことを目指

す。各会員制度の新規加入とあわせ、会員数維持に向け様々な接点を生かした JANICネットワーク内のコ

ミュニケーションの活性化を図る。 

JANIC組織体制については、3か年計画で計画された、認定NPO法人取得、新データベース導入、就業

規則届出を中心に更なる事務局内整備に努める。 

 

２-７-２ ２０１１年度の振り返り 

２-７-２-１ 会員 

(1) 正会員については目標数 98 団体に対し、最終的に 97 団体となった。本年度から新しい正会員の会

費制度が滞りなく導入された。正会員が共通課題に関して取組む正会員ワーキンググループ制度で

は「公益法人に関する NGO連絡会」が発足した。 

(2) 個人協力会員については、退会率を下げることを目標に年間を通じた更新依頼体制を整備した。同

時に新規入会促進として、ＪＡＮＩＣLaboratory 受講とのタイアップ企画を 2 回設定し、合計 15 名の入

会があり手ごたえを得た。 

(3) 団体協力会員（除く企業協力会員）については、東日本大震災関連で接点のあった国際協力以外の

分野で活動する NPO等の加入があった。 

(4) 企業協力会員は、CSR推進NGOネットワークの活動とも連動して、順調に会員数を伸ばすことができ

た（2011年度 3月末現在 40社）。また、今年度から取り組んだ 2口での会員継続も複数の会員がこれ

に応じてくれた。更には、東日本大震災での震災タスクとの関わりから新たに企業協力会員となるケー

スも目立った。 

 

２-７-２-２ ＪＡＮＩＣ組織体制 

(1) 認定 NPO法人取得 

2010 年度決算確定後、国税局へ相談を開始し、実績判定期間 2009・2010 年度の申請書を 11 月に

提出。国税局からの質問対応中で今年度末を迎えた。翌年度も引続き国税局対応にて審査継続する

予定。 

(2) 役員改選 

役員再選回数に上限を設け、約半数の役員が交代し、理事会の新陳代謝を図った。3 月に 2 名の理

事より退任届を受け、理事会承認を得た。 

(3) 会員管理データベース導入 

SaleｓForce 社の CRM を導入し、会員・寄付者データの移行を実施した。また、㈱富士通東北システ

ムズ社の社会貢献プログラムの提供により、NGO サポート募金システムのシステム構築支援を受けた。

これにより、NGO サポート募金の配分、団体への通知等の省力化と寄付データ管理が一本化が実現

した。 

(4) 働く環境整備 

社会保険労務士により全面的な見直しを行い、労働基準法にあった就業規則の改訂をし、従業員説

明会を実施した。 

職員を対象に働く職場アンケートを実施し、職場環境の課題を洗い出し、改善計画を立てた。その中

で優先課題であった、給与体系の見直しを下半期に実施し、2012 年度給与から適用することとなった。

企業よりリサイクル什器備品の譲受け、３S 活動の開始などにより東京事務所の働きやすい環境づくり

に努めた。 



 

 

13 

(5) 人材交流 

5月から 9月まで JICAより震災タスクフォースへの職員の派遣、7月より企業より管理グループへの出

向を受け、他セクターとの人材交流が進んだ。 

(6) 事務局体制 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災発災後、タスクフォースを発足し、2011 年度を通じて、震災支援活

動を実施した。しかし、人的リソースの確保の面では準備がなかったことや、人の入れ替わりが激しかっ

たことが負担となり、活動の継続性の妨げとなった。 

また、広報・渉外グループを広報グループと渉外グループに分け、全体を 6 つのグループ構成により 

各事業を遂行した。12月より管理部門の組織強化を図るため、管理担当の事務局次長を設置した。 

会議運営ルールを整理し、隔週のマネージャー会議、月１回の事務局会議、毎月の常任理事会等の 

効率的な運営の実施をすすめた。 

管
理
グ
ル
ー
プ

調
査
・
提
言
グ
ル
ー
プ

広
報
グ
ル
ー
プ

渉
外
グ
ル
ー
プ

能
力
強
化
グ
ル
ー
プ

市
民
国
際
プ
ラ
ザ
出
向

J
IC

A

国
内
事
業
部
出
向

総会

事務局長

常任理事会

理事会 監事

事務局次長（管理担当）

25周年記念事業ﾀｽｸﾁｰﾑ

東
日
本
大
震
災
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス

福
島
事
務
所

岩
手
事
務
所

事務局次長（事業担当）

ﾌｧﾝﾄﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞ・ﾀｽｸﾁｰﾑ

宮
城
事
務
所

(

9
月
末
ま
で
）

 

 

主な実施事業（詳細別紙「事業実施一覧」参照） 

・ 正会員 

・ 個人協力会員 

・ 団体協力会員 

・ 企業協力会員 

・ 認定 NPO法人取得 

・ 会員管理データベース導入 
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２－８ 財源及び自己財源                         

２-８-１ ２０１１年度の重点目標 

会費以外での自己財源確保については、①募金・寄付、②広告・協賛、③自主事業の 3つを伸ばしてい

く。「NGOサポート募金」に関しては、会員NGOの財源強化のツールとして位置付け、JANICの自己財源

強化のための募金スキームとしては「JANIC応援募金」を位置付ける。2011年度は、「NGOサポート募金」

の更なる拡大に加え、「JANIC応援募金（JANIC単体寄付）」を伸ばすことに注力する。 

広告・協賛に関しては、MDGs キャンペーンや『シナジー』の発行に合わせて既存会員やこれまで接点

のあった企業や大学、生協などを中心に積極的に働きかけを行う。自主事業については、定期セミナー、

講師派遣、新刊本を中心とした書籍販売、主に企業からの広報サービス務業などを多角的に進める。 

上記のように多様な財源を確保することによって、JANICの自己財源のさらなる拡充と安定化を目指す。 

 

２-８-２ ２０１１年度の振り返り 

(1) 2011 年度は「ファンドレイジング・タスクチーム」を立ち上げ、理事の菅文彦氏にも入っていただき、グ

ループ横断的に JANICの自己財源拡大に向けての取り組みを強化した。JANIC全体での自己財源

拡大の方向性をシェアし、事業ごとの数値目標設定、アクション・プランの作成、日々の進捗状況のモ

ニタリングを毎月のファンドレイジング・タスク会議にて行った。 

(2) 2011 年度自己財源全体としては、東日本大震災で多額の寄付が集まった影響が大きかったとはいえ、

年間の自己財源獲得総額は 1億 3,900万円に上り、JANIC総収入に占める自己財源比率も 50%を超

える成果を残すことができた。 

(3) NGO サポート募金に関しては、信頼性の更なる向上のために ASC2008 取得の義務化および認定

NPO 法人取得に伴う計画書・予算書、報告書・会計報告書提出の義務化を実施した。また、「東日本

大震災活動支援まとめて募金」を震災直後に開設し、英語対応やきめ細やかな活動報告、法人への

働きかけなどをタイムリーに行った結果、年間 9 千 700 万円を超える多額の寄付が集まった。しかし、

震災以外の分野では伸び悩み、ヤマダ電機からの定期的な寄付は継続できたものの、特に個人から

の常設分野への寄付額は大きく落ち込む結果となった。 

(4) JANIC 応援募金に関しては、夏と冬の募金キャンペーンに事務局全体で戦略的に取り組んだ結果、

目標額の 280万円をほぼ達成する成果を残すことができた。依然、試行錯誤の段階が続いているもの

の、これまでの成果と反省を活かしつつ、徐々に JANIC単体への寄付も増えて来た。 

(5) 広告・協賛に関しては、2 年目となった MDGｓキャンペーンへの企業協賛が好調で、全体としては目

標額を集めることができたが、シナジー広告や企業からの NGO 向け広報サービス請負については厳

しい状況が続いた。 

(6) 自主事業については、JANIC の専門性を活かした講師派遣、講演や原稿執筆、各種委員会や有識

者会議等への参加、更には、昨年開発した MDGｓワークショップの有料での実施件数が伸びたことも

あり、講師派遣全体で目標額を大きく上回る成果を残すことができた。また、JANIC Laboratory（ジャ

ニラボ）も毎回好調で、JANIC の新たな自己財源獲得の基幹メニューとして定着した。一方で、書籍

販売やキャリア・プログラムは厳しい状況が続いた。 

主な実施事業（詳細別紙「実施事業一覧」参照） 

・ NGOサポート募金 

・ JANIC応援募金（単体寄付） 

・ JANIC25周年記念募金 

・ リサイクル品回収（物品寄付） 

・ 講師派遣・講演 

・ 広報サービス 

・ JANIC Laboratory（ジャニラボ）の開催 



 

 

15 

２－９  ＪＡＮＩＣ共通事業                                           

２-９-１ グローバル市民社会ファンドの検討 

 日本NPOセンターへのヒアリングは行ったが、それ以外の調査は実施できなかった。 

 

２-９-２ ２５周年記念事業 

  2012年の JANIC設立 25周年に向けてタスクチームを立ち上げ、実施する事業について検討を重ねた。

その結果、特別な人員配置や多額の予算配分は行わず既存のグループの事業の延長で実施することとし

た。具体的には、シナジー特別号の発行、記念シンポジウムの開催、JANIC および NGO 理解のための

DVD 作成、25 周年をアピールしたファンドレイジングに取り組むこととして、2011 年度中は、DVD 作成の

ための素材集めなどを開始した。 

 

２-９-３ ＮＧＯ相談員 

 昨年度と比較し、月間相談対応件数は若干減少したものの、東日本大震災を契機に寄付等への関心の

高まりに呼応した質問が増加するなど、より専門的な知識・情報を必要とする相談内容が増えている。出張

サービスにおいては、NGO相談員連絡会議において昨年度より議論されてきた JICA機関との連携や相

談員受託団体間での協働型に当団体としても取り組むことができ、より多くの市民への相談対応サービス

に貢献できたと考える。 
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３ 自己財源の推移と予算比                                   単位：円 

会費 90団体 5,800,000 96団体 6,730,000 110団体 7,800,000 97団体 6,996,666

160名 1,607,000 158名 1,454,000 250名 2,500,000 166名 1,604,000

NGO 団体 34団体 990,000 36団体 1,190,000 35団体 1,027,500

NGO以外 団体 22団体 1,260,000 24団体 1,310,000 23団体 1,290,000

小計 59団体 2,387,500 56団体 2,250,000 60団体 2,500,000 58団体 2,317,500

22社 1,250,000 32社 1,750,000 45社 3,300,000 40社 3,150,000

11,044,500 12,184,000 16,100,000 14,068,166

寄付 4,906,838 2,124,424 2,800,000 2,789,204

0 0 16,400,000 10,378,925

0 0 500,000 0

0 107,561 350,000 517,126

個人 1,021,526 102,153 667,100 90,810 600,000 90,000 219,000 32,850

法人 1,222,260 122,226 1,298,568 129,857 1,200,000 180,000 2,032,600 304,890

ヤマダ電機 8,635,929 863,593 9,771,280 1,332,422 9,000,000 1,350,000 10,014,533 1,502,180

緊急支援 13,392,621 1,339,262 9,315,353 1,024,947 2,500,000 250,000 1,885,599 188,560

東日本大震災支援 0 0 6,989,934 698,993 45,000,000 4,500,000 82,223,029 8,222,303

MDGs募金 0 0 590,150 85,465 200,000 30,000 1,024,000 153,600

プロジェクト指定 0 0 0 0 0 0 0 0

小計
（左：総額、右：JANIC収益）

24,272,336 2,427,234 28,632,385 3,362,494 58,500,000 6,400,000 97,398,761 10,404,383

29,179,174 7,334,072 30,864,370 5,594,479 78,550,000 26,450,000 111,084,016 24,089,638

広告・協
賛

575,000 800,000 1,200,000 1,050,000

745,000 1,144,409 1,300,000 630,000

0 4,000,311 1,500,000 2,300,000

0 0 0 0

1,320,000 5,944,720 4,000,000 3,980,000

事業収入 キャリア・プログラム他 1,146,100 1,050,000 700,000 579,000

JANIC Laboratory 142,000 0 900,000 1,069,700

小計 1,288,100 1,050,000 1,600,000 1,648,700

受託出版物販売手数料 419,144 470,755 470,000 396,411

JANIC出版物
(データブック）

271,661 132,338 490,000 509,220

ダイレクトリー販売 173,022 117,092 60,000 67,500

シナジー販売 185,906 251,057 450,000 284,219

その他 0 0 0 40,420

小計 1,049,733 971,242 1,470,000 1,297,770

0 0 72,500 43,435

1,137,516 1,525,731 2,300,000 3,231,861

0 1,050,000 1,000,000 1,050,000

NGOと企業の連携推進
ネットワーク

228,386 360,000 420,000 480,000

NGO-労組国際協働フォー
ラム事務局運営

700,000 700,000 960,000 986,550

小計 928,386 1,060,000 1,380,000 1,466,550

4,403,735 5,656,973 7,822,500 8,738,316

45,947,409 24,102,307 54,650,063 29,380,172 106,472,500 54,372,500 137,870,498 50,876,120

-1,689,937 97% 31,397,998 129%

8,702,654 119% 51,822,437 195% 83,220,435 252%

8,702,654 119% 60,525,091 232% 91,923,089 300%

116,250,333 150,561,180 231,000,590 253,034,082

40% 36% 46% 54%

45,947,409 47,660,129 45,072,500 45,268,544

116,250,333 143,571,246 138,800,590 126,312,281

40% 33% 32% 36%

企業協賛
（WEB協賛、広報サービス、その他）

自己財源比率（東日本大震災関連費を除く）

JANIC収入総額（東日本大震災関連費を除く）

JANIC経常収入総額

自己財源比率

自己財源額（東日本大震災関連費を除く）

小　　　　計

講師派遣・講演・原稿・委員会等

書籍販売

予算比（左：金額、右：％）

25周年協賛
（シナジー特別号、NGOガイド第8版）

MDGsキャンペーン協賛

有料セミナー

総合計（左：総額、右：JANIC収益）

フェアトレード/グッズ販売
（MDGsバッジ）

ダイレクトリー使用料

他セクター連
携

小計

企業協力会員

団体協力
会員

NGO
サポート
募金

小計（左：総額、右：JANIC収益）

25周年記念事業寄付金

シナジー広告

東日本大震災寄付金

2010年度実績

－

2011年度予算

個人協力会員

小　　　　計

リサイクル品回収（物品寄附）

JANIC単体寄付（JANIC応援募金）

正会員

－

2009年比（左：金額、右：％）

前年比（左：金額、右：％）

－

－

2009年度実績 2011年度実績
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４ 組織の運営に関する情報 

通常総会 
日時：2011年 6月 17日（金）13：00～16：30 

場所：早稲田奉仕園 リバティホール 

出席：出席団体 13、書面表決票提出団体 27、委任状提出団体 17の計 57団体（正会員団体総数 96） 

議案審議： 

第１号議案 2010年度事業に関する事項[事業報告書（案)] 

第２号議案 2010年度決算に関する事項[決算報告書（案)] 

第３号議案 役員選任に関する事項 

報  告： 

2011年度の事業計画 

2011年度の収支予算 

ミレニアム開発目標（MDGｓ）フォローアップ会合について 

NPO法改正について 
 

役員（２０１２年３月３１日現在） 

【顧  問】  

伊 藤 道 雄／（特活）アジア・コミュニティ・センター21 代表理事 

船 戸 良 隆／（特活)アジアキリスト教教育基金 理事長 

太 田 達 男／（公財）公益法人協会 理事長 
 

【理 事 長】 

大 橋 正 明／(特活)シャプラニール=市民による海外協力の会 副代表理事 
 

【副理事長】 

岩 附 由 香／(特活)ＡＣＥ 代表 

谷 山 博 史／(特活)日本国際ボランティアセンター 代表理事 

鶴 見 和 雄／（公財）プラン・ジャパン 専務理事 
 

【理  事】  

安 達 三千代／（特活）国際ボランティアセンター山形 理事・事務局長 

管    文 彦／合同会社 コーズ・アクション 代表 

木 山 啓 子／(特活)ジェン 理事・事務局長 

小 林    毅／（特活）チャイルド・ファンド・ジャパン 事務局長 

下 澤    嶽／静岡文化芸術大学文化政策学部 教員 

関   正 雄／（株）損害保険ジャパン 理事・ＣＳＲ統括部長 

髙 木 克 巳／（特活）ワールド・ビジョン・ジャパン マーケティング部長 

田 尻 佳 史／（特活）日本 NPOセンター 常務理事・事務局長 

贄 川 恭 子／（特活）WE21ジャパン 事務局長 

野 口 朝 夫／（特活）ラオスのこども 理事・事務局長 

村 田 早耶香／（特活）かものはしプロジェクト 共同代表 

山 口 誠 史／（特活）国際協力 NGOセンター 理事・事務局長 

渡 邉 清 孝／（特活）ハンガー・フリー・ワールド 理事・事務局長 
 

【監  事】  

金 沢 俊 弘／（公財）公益法人協会 専務理事・事務局長 

浦 田   泉／いずみ会計事務所 代表 



 

 

18 

理事会の開催 

第１回 （2011年 5月 27日（金） 午後 2時 00分～5時 00分） 

議題 

2010年度事業報告（案）、決算報告（案）について 

JANICの東日本大震災事業について 

2011年度事業計画（案）、予算（案）について 

役員改選について 

総会進行案について 

就業規則変更について 

正会員ワーキンググループ制度について 

 

第 2回 （2011年 6月 17日（金） 午後 5時 00分～5時 30分） 

議題 

理事長、副理事長の選出 

 

第 3回（2011年 9月 2日（金） 午後 3時 00分～6時 30分） 

議題 

定例理事会の議題       

顧問の選任について      

新入会員の承認      

ASCの NGOサポート募金条件化について 

東アフリカの飢餓       

震災対応の今後の方針      

HFW と連合との話し合いについて      

その他(会員規定について)          

 

第４回（2011年 11月 18日（金） 午後 3時～6時） 

議題 

震災対応の活動延長 

 

第 5回（2012年 1月 27日（金） 午後 3時～6時） 

議題  

2011年度決算見込み       

2012年度活動計画及び予算案      

就業規則の変更  

 

第 6回（2012年 3月 29日（木） 午後 4時 30分～6時 30分） 

議題 

2012年度事業計画・予算（案）     

JANIC緊急救援基金改定の件    

賃金制度の件       

理事人事について 
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常任理事会 

第１回 （2011年 4月 19日（火） 午後 4時～6時） 

議題 

東日本大震災支援事業（進捗状況・財政状況・事業の拡張）   

2010年度決算処理とNGOサポート募金     

アカウンタビリティ・セルフチェック承認 

 

第 2回 （2011年 5月 18日（水） 午後 4時 30分～7時 45分） 

議題 

事業報告書・決算書について 

通常総会について 

理事改選について 

就業規則変更について 

東日本大震災事業の今後について 

「東日本大震災支援活動まとめて募金」5月度の配分について 

JANICの提言活動について 

 

第 3回 （2011年 6月 10日（金） 午後 4時～6時 30分） 

議題 

HFW と連合との話し合いについて 

通常総会について（議事内容確認、懇談の部（東日本大震災とNGO）） 

震災対応（福島について） 

「東日本大震災支援活動まとめて募金」6月度の配分について 

適正会議について 

 

第 4回 （2011年 7月 11日（月） 午後 6時 30分～9時 30分） 

議題 

常任理事、顧問、正会員委員会の選任 

理事会の開催日 

正会員団体からの ASCに関する提案 

原発関係の提言書 

NGOサポート募金の配分 

 

第 5回 （2011年 8月 11日（木） 午前 10時～12時 30分） 

議題 

震災対応の今後の方針 

東アフリカの飢餓 

理事会の議題（次回、及び定例理事会） 

調査提言グループから（提言書、世銀総会） 

リオ＋20に向けた JANICの提言について 

東日本大震災活動支援まとめて募金 7月度募金配分について 

外部への発信や外部からの依頼に関する承認について 

ASC承認 

 

第 6回 （2011年 9月 30日（金） 午後 5時～8時） 

議題 

震災対応の活動延長 
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提言書の発信に関するルール 

ASCの承認と、今後の改定について 

提言関係（ODA削減、援助効果ほか） 

 

第 7回 （2011年 11月 7日（月） 午前 10時～12時 30分） 

議題 

2011年度上半期の振返りと下半期の見込み 

震災対応の活動延長（再提案） 

ASC承認 

理事会議題 

 

第 8回 （2011年 12月 9日（金） 午前 10時～12時 30分） 

議題 

ASC実施承認の件      

2011年冬季賞与支給の件     

人事異動の件 

 

第 9回 （2012年 1月 20日（金） 午後 1時 30～16時 30分） 

議題 

2011年度決算見込み     

2012年度活動計画及び予算案    

外務省提案「絆恩返し基金（仮称）」について   

就業規則の変更     

ASC承認      

NGOサポート募金（緊急支援）配分額承認   

１月２７日理事会議題     

総会及び 4月以降の理事会・常任理事会の日程    

常任理事会議事録について 

 

第 10回 （2012年 2月 17日（金） 午後 4時 30分～7時） 

議題 

人事制度・等級制度・賃金制度の件 

国内・海外出張旅費規程改定について 

「JANIC緊急救援基金」運営方針改定の件 

NGOサポート募金（緊急支援）配分額承認の件 

IMF世銀年次総会 CSO連絡会について 

ＡＳＣ承認 

 

第 11回 （2012年 3月 19日（月） 午前 10時～12時 20分） 

議題 

2012年度事業計画・予算 

JANIC緊急救援基金改定の件 

賃金制度の件 

国内・海外出張旅費規程改定の件 

ASC承認 

NGOサポート募金配分額承認の件 

理事会議題案の件 
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各種委員会の開催 

正会員委員会 

正会員申込団体の入会審査を中心に 3 回開催し、入会申込 2 団体の審査を行なった。2 団体が JANIC

理事会で入会を承認された。 

 

第 1回 (2011年 8月 29日（水）16:00～18:30) 

議題 

本年度の正会員に関する諸方針の確認 

入会審査の方法と視点の確認 

入会審査（（特活）ハートオブゴールド、（特活）ジャパンハート） 

正会員勧誘潜在層について 

  

第 2回 (2011年 10月 21日（金）16:00～18:00) 

議題 

正会員団体拡大戦略 

「2011年度正会員の集い」開催内容の検討 

 

臨時開催 (2011年 11月 18日（金）18:00～19:00) 

議題 

「2011年度正会員の集い」開催内容の議題検討 

 

             

ＪＡＮＩＣ加入団体一覧 

・ＩＭＦ世銀年次総会ＣＳＯ連絡会 

・動く→動かす 

・NPO・NGOに関する税、法人制度改革連絡会 

・Open Forum for CSO Development Effectiveness 

・（特活）開発教育協会 

・国際連帯税フォーラム 

・（特活）シーズ・市民活動を支える制度をつくる会 

・CIVICUS 

・社会的責任向上のための NPO／NGOネットワーク（NNネット） 

・地域ネットワーク NGO調整会議 

・National NGO Platform 

・（特活）日本 NPOセンター 

・日本ファンドレイジング協会 

・東日本大震災支援全国ネットワーク（JCN） 

・BetterAid 

・広がれボランティアの輪連絡会議 

・リオ+20ＮＧＯ連絡会 

 

職員 ２８名（正職員 11名、準職員 16名、企業より出向者 1名） 
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５ 後援・協力事業一覧（事業名 開催者 開催月）         （開催月順） 

・「ミツバチの羽音と地球の回転」上映会  早稲田奉仕園被災支援活動プロジェクト 2011年 6月 

・第 29回開発教育全国研究集会   （特活）開発教育協会        2011年 8月  

・「STAND UP TAKE ACTION」    動く→動かす    2011年 10月 

・震災復興支援における CSR とNGOの連携シンポジウム  

（特活）グッドネーバーズ・ジャパン   2011年 7月 

・心理的ストレスケアについてのお話     Church World Service    2011年 7月 

・味の素「食と健康」国際協力支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ  味の素株式会社    2012年度 

・第 1回 Sport For Smile ラウンジ     Sport For Smile運営委員会     2011年 9月 

・第 2回 Sport For Smile ラウンジ     Sport For Smile運営委員会   2011年 9月 

・第 3回 Sport For Smile ラウンジ     Sport For Smile運営委員会   2011年 10月 

・平成 23年度 地域国際化ステップアップ・ワークショップ  

財団法人 自治体国際化協会  2011年 10月 

・女性のための支援者研修      NPO法人ライフライツ          2011年 10月 

・第 4回 Sport For Smile ラウンジ     Sport For Smile運営委員会  2011年 10月 

・第 2回アジア子どもの権利フォーラム 2011日本大会  

アジア子どもの権利フォーラム実行委員会 2011年 10月 

・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「子どもにやさしい社会をつくろう」  

（特活）国際子ども権利センター  2011年 11月 

・平成 23年度 地域国際化ステップアップ・ワークショップ（広島）  

財団法人 自治体国際化協会  2011年 11月 

・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「自然災害と市民社会組織の役割―東日本大震災の経験から」  

公益財団法人 公益法人協会  2011年 11月 

・チャリティコンサート 2011          「めぐこ」－ｱｼﾞｱの子どもたちの自立を支える会  

 2011年 12月 

・第 3回日本ファンドレイジング協会大会    日本ファンドレイジング協会  2012年 2月 

・国連普及啓発シンポジウム「カタチにしよう、僕たちのチカラ！ボランティアからつながる世界」  

日本国際連合協会東京都本部   2012年 2月 

・平成 23年度NGO人材育成研修「安全なツアー 満員御礼のツアーの作り方」  

NGO スタディツアー研究会   2012年 2月 

 

・「NPO キャリアフォーラム東京 2012」      （特活）NPOサポートセンター   2012年 2月 

 

・放射能からいのちを守る全国サミット      放射能からいのちを守る全国サミット実行委員会  

2012年 2月 

・第 5回 Sport for Smile ラウンジ       Sport For Smile運営委員会   2012年 2月 

・BOP・ボリュームゾーン市場セミナー       日本貿易振興機構           2012年 2月 

・第 6回 Sport for Smile ラウンジ       Sport For Smile運営委員会   2012年 2月 

・全国ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研究集会 2012  （特活）日本ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ協会  2012年 3月 

・第二回「社会イノベーター公志園」プログラム関東公志園 

                  (特活)アイ・エス・エル    2012年 3月 

・311東日本大震災 市民のつどい「ピース オン アース stage」  

ピース オン アース stage 事務局  2012年 3月 

・第 10回国連改革パブリック・フォーラム    国連改革を考える NGO連絡会、外務省  2012年 3月 

・ポスト MDGs(ミレニアム開発目標)はどうあるべきか  

国際開発学会 社会連携委員会 2012年 6月 
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６ 会員一覧 

正会員 

(2012年 3月 31日現在 97団体)      

 

(特活)アーシャ＝アジアの農民と歩む会 

(特活)ICA文化事業協会 

(特活)ACTION 

(特活)ｱｸｾｽ－共生社会をめざす地球市民の会 

(財)アジア・アフリカ国際奉仕財団 

(学)アジア学院 

(特活)アジア日本相互交流センターICAN 

(特活) ADRA Japan 

(特活)ESAアジア教育支援の会 

(公社)アジア協会アジア友の会 

(特活)アジアキリスト教教育基金 

(特活)ｱｼﾞｱ・ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｾﾝﾀｰ２１ 

(特活)APEX 

(特活)アフリカ日本協議会 

(特活)アフリカ地域開発市民の会(CanDo)  

(特活)アムダ 

(特活)アーユス仏教国際協力ネットワーク 

(特活)WE21ジャパン 

(特活)ACE  

エイズ孤児支援 NGO・PLAS 

(特活)エファジャパン 

(公財)オイスカ 

(特活)幼い難民を考える会 

(特活)オックスファム・ジャパン                      

(特活)開発教育協会 

(特活)かものはしプロジェクト 

(特活)カラ＝西アフリカ農村自立協力会  

(特活)環境修復保全機構 

(特活)グッドネーバーズ・ジャパン 

(公財)ケア・インターナショナル ジャパン 

(特活)ｹｱﾘﾝｸﾞﾌｫｰｻﾞﾌｭｰﾁｬｰﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟ

ﾝ 

(公財)国際開発救援財団 

(特活)国際子ども権利センター 

(特活)国際協力 NGO・IV－JAPAN 

(特活)国際ボランティアセンター山形(IVY) 

国際民間援護協議会「メコン基金」 

(特活)国境なき医師団日本 

(特活)国境なき子どもたち 

(特活)金光教平和活動センター 

(特活)ジーエルエム・インスティチュート 

(特活)シェア＝国際保健協力市民の会 

(特活)歯科医学教育国際支援機構（OISDE） 

(特活)ジャパンハート*1 

障害分野 NGO連絡会(JANNET) 

(特活)聖地のこどもを支える会 

(特活)JHP・学校をつくる会  

(特活)JEN 

(特活)ｼｬﾌﾟﾗﾆｰﾙ=市民による海外協力の会 

(公社)シャンティ国際ボランティア会 

(公財)ジョイセフ 

(公社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 

(公財)世界宗教者平和会議日本委員会 

(特活)地球市民の会 

(特活)地球市民 ACTかながわ／TPAK 

(特活)地球の木 

(特活)地球の友と歩む会／LIFE 

(特活)地球緑化センター 

(特活)チャイルド・ファンド・ジャパン 

(特活)燈台(アフガン難民救援協力会) 

(特活)東方科学技術協力会 

(特活)難民支援協会 

(特活)難民を助ける会 

(特活)２０５０ 

(特活) 日本・雲南聯誼協会 

(財)日本カトリック信徒宣教者会 

(公社)日本キリスト教海外医療協力会 

(特活)日本国際ボランティアセンター 

(特活)日本ヒアリングインターナショナル 

(特活)日本フィリピンボランティア協会 

(特活)日本紛争予防センター 

(特活)日本リザルツ 

(特活)熱帯森林保護団体 

(特活)ノマドインターナショナル 

(特活)ハート・オブ・ゴールド*1 

(特活)ハーベストタイム 

(特活)ﾊﾋﾞﾀｯﾄ・ﾌｫｰ・ﾋｭｰﾏﾆﾃｨ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

(特活)パレスチナ子どものキャンペーン 

(特活)ハンガー・フリー・ワールド 

(特活)ピースウインズ・ジャパン 

(特活)ヒューマンライツ・ナウ 

(特活)ヒマラヤ保全協会 

BAC仏教救援センター 

(公財)プラン・ジャパン 

(特活) フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

(特活)ﾌﾚﾝｽﾞ・ｳｨｽﾞｱｳﾄ・ｱ・ﾎﾞｰﾀﾞｰ JAPAN 

(特活)フェアトレード・ラベル・ジャパン 

(特活)ブリッジ エーシア ジャパン  

緑のサヘル 

(特活)緑の地球ネットワーク 
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(特活)ﾐﾚﾆｱﾑ・ﾌﾟﾛﾐｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

(財)民際センター 

(特活)メドゥサン・デュ・モンド ジャポン 

(特活)ラオスのこども 

(特活)れんげ国際ボランティア会 

(特活)ワールド・ビジョン・ジャパン 

ワールドファミリー基金 

(特活)ワールドランナーズ・ジャパン 

 

＊1  2011年9月2日付入会 

 

協力会員（２０１２年３月３１日） 

個人協力会員 166名 

団体協力会員 58団体 

企業協力会員  40 社 

 

 

 

新規入会2団体、退会1団体 
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２０１１年度 実施事業一覧 

東日本大震災対応                               

 
事業名 内 容 目標 実績 

情報支援活動(新

規) 

現地事務所を通じた情報収集・整理・分

析、NGO/企業/助成団体等を対象とした

情報交換会（2011年 9 月までは週一回、

その後 12 月まで 2 週間に一回、2012 年

3 月まで月一回ずつ開催）・メーリングリス

ト・ウェブ上での情報共有 

震災支援に関わる

NGO が十分な情

報を得られている 

情報交換会：27 回

開催、実数 115 団

体（延べ 447 団体）

参加 

ファシリテーション

／ネットワーキン

グ活動(新規) 

震災支援にかかるニーズとリソースのマッ

チング、資機材等の供与・貸与の便宜供

与、前線で不足している経験のある人材

の供給、現場で必要とされるノウハウや国

際基準の普及・啓発のためのセミナー等

の開催、キャパシティの十分でない

NPO/CBO（地域社会組織）や海外から

の NGO/助成団体等に対するプロジェク

ト形成および実施支援、内閣府ボランテ

ィア連携室・社会福祉協議会災害ボラン

ティアセンター等との連絡調整、ジャパン

プラットフォーム（JPF）、東日本大震災支

援全国ネットワーク（JCN）、災害ボランテ

ィア活動支援プロジェクト会議（支援 P）、

遠野まごころネット、福島大学等との連

携・協力、海外の救援組織との連携・協

力、啓発資料の配付、市町レベルでの援

助強調会議の調整や協力 

1  震災支援に関

わる NGO が十分

なリソース（人、物、

金）を得られている 

 

2  震災支援に関

わる NGO が活動

をハンドオーバー

できる地元組織が

育っている 

・ニーズマッチング

件数：75 件（物資

25 件、プロジェクト

マッチング・形成 21

件、資金 17 件、人

材 14件）、266団体 

・資機材等の便宜供

与：PC50 台、携帯

電話 80 台、被災地

支援地図 200部等 

・人材派遣支援：支

援 P スキーム 4 団

体、 19 人派遣 ；

JOCV OB 派遣：2

団体、3 人 

・セミナー／ワーク

ショップ／シンポジ

ウム：主催・共催 5

件、後援・協力・講

師 3 件 

・仮設での生活や

心のケアに関する

啓発資料の配付補

助：5,000 部 

・ネットワーク会議へ

の参加・主催（陸前

高田市ネットワーク

連絡会の調整等） 

 

 

提言活動(新規) 

政府や行政に対し、書簡・メディア等を通

じた政策提言とロビー活動、国際基準の

主流化を図るためのセミナー等の開催、

海外の NGO などの救援機関に対するメ

ッセージ・助言、「新しい公共」への参加 

現場で NGO が得

た経験や課題の解

決策が政府や行政

の施策に反映され

る 

・セミナー／ワーク

ショップ／シンポジ

ウム：主催・共催 9

件、後援・協力 7件 

・政策提言・ガイド

ライン：6 件 
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・政府諮問委員：1

件 

 

社会を変えるための政策提言と調査活動                         

 
事業名 内 容 目標 実績 

援助効果に関す

る調査・提言活

動(継続) 

2011 年 11 月末～12 月上旬の釜山にお

ける援助効果向上ハイレベルフォーラム

に向けて、ODA の援助効果、及び CSO

の開発効果に関する調査・提言活動を行

った。具体的には、a）NGO 外務省定期

協議会等を通じた提言活動、b）第 2 回・

第 3回CSO開発効果ナショナルコンサル

テーションの開催、ｃ）イシューペーパー

の作成（3月）、d)関連国際会議への参加

(5 月のインドネシア、6 月のカンボジアの

Open Forum 会議、11 月の釜山 HLF と

市民社会フォーラム、9月と 1月の韓国で

の会議、)と世界の CSO との連携（特に韓

国 NGO、Open Forum、Better Aid との

連携強化）、e)釜山 HLF 報告会（公開セ

ミナー）の実施（1 回）、を行った。 

 

国際会議の出席：2

回 

日本の NGO を対

象にした会議の開

催：2 回以上 

公開セミナー開催：

1 回 

提言書の作成：釜

山HLFの前後に各

1 回、合計２回以上 

 

 

 

 

国際会議の出席：5

回 

日本の NGO を対

象にした会議の開

催：2 回 

公開セミナー開催：

1 回 

提言書の作成： 6

回 

イシューペーパー

No.2 の作成 

NGO 外務省定

期協議会(継続) 

NGO 外務省定期協議会において効果

的な提言活動を行うとともに事務局を担

当した。ODA 政策協議会の委員を理事

が担当するとともに、全体会議、連携推進

委員会、及び援助効果に関する分科会

の委員と事務局をつとめた。会議への

NGOの参加を促し、政務三役などハイレ

ベルの担当官との会合が実現した。連携

推進委員会では各種スキームの改善や

NGO 支援の強化について前進があっ

た。また、援助効果公開シンポジウムで

は、ODA 援助効果に関する啓発活動も

実施できた。 

全体会議：1 回 

援助効果意見交換

会：3 回 

連携推進委員会：3

回 

ODA 政策協議会：

３回 

 

全体会議：1 回 

援助効果意見交換

会：4 回 

援助効果公開シン

ポジウム：1 回 

連携推進委員会：3

回 

ODA政策協議会：

3 回 

NGO-JICA 協議

会(継続) 

NGO-JICA 協議会、分科会の事務局を

務めるとともに、協議会のコーディネータ

ー及び分科会の委員を務めた。事務局と

しては、登録 NGO への参加を促し持続

的な事務局の運営を図ることができた。

JICA ボランティアにおける連携強化、

JICA 草の根技術協力のスキーム改善、

JICA 国内機関との連携強化、開発教育

に関する連携強化等について成果につ

ながった。 

NGO-JICA 協 議

会：4 回 

NGO-JICA 協 議

会：4 回 

環境 NGO・開発 リオ+20 のサミットに向けた、NGO 同士、 リオ＋20 に向けた  
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NGO 連携促進

事業(継続) 

及び NGO と他セクターの連携したネット

ワークづくりと提言活動に寄与した。具体

的には、リオ+20 国内準備委員会の委員

を務めワークショップの開催や提言活動

を行うとともに、リオ+20NGO 連絡会への

参加を通じて他の NGO との連携をした。 

NGO 連絡会合へ

の参加 

 

リオ＋20 に向けた

NGO 連絡会合へ

の参加 

リオ+20 国内準備

委員会の委員就任 

IMF 世銀年次総

会への対応（新

規） 

 

 

2012 年 10 月に東京で開催される予定の

IMF 世銀年次総会に対応するため、IMF

世銀年次総会 CSO 連絡会を 2011 年 10

月に立ち上げた。JANIC は第 1 期幹事

及び事務局を務めた。 

 

IMF 世 銀 総 会

CSO連絡会の立ち

上げ（会員 16 団

体） 

議員勉強会の開

催（新規） 

今年度は実施を見送った。 目標参加人数：議

員約 10 名、NGO

約 10 名の参加 

 

 

１００万人の市民がＮＧＯを好きになるための広報活動                   

 

事業名 内 容 目標 実績 

ウェブサイトの改

善・強化、新設(継

続) 

WEBサイトでは、東日本大震災NGO活

動情報サイト、JANIC 英語サイトおよび

JANIC 日本語サイト TOP リニューアルを

実施した。 

特に JANIC 日本語サイト TOPページの

リニューアルでは、2009年 4月の JANIC

サイトの全面的なリニューアル後、年々蓄

積されていく情報の整理と、よりユーザー

の視点に立った情報提供の実施を目的

に実施。サイト幅の拡張、メニューの既存

修正・新規作成および TOP ページのデ

ザイン変更を行い、①ユーザーの視点に

立った分かりやすいサイト、②JANIC の

活動がよく分かるサイトを、デザインを意

識して作成した。2010 年度の平均アクセ

ス数 108,207／月、平均ページビュー数

518,189／月に対し、2011 年度は平均ア

クセス数125,536／月、平均ページビュー

数 696,153／月と大幅に向上し、ウェブサ

イト全体の機能を強化させることができ

た。 

WEB サ イ ト ：

130,000Visit/月平

均、 650,000PV/月

平均 

ツイッター・フォロワ

ー数：5,000 

ア ク セ ス 数 ：

125,536Visit/ 月平

均、 

696,153/ 月 平

均、 

ツイッター・フォロワ

ー数:4,251 人 

メールマガジンの

発行(継続) 

隔週月 2 回の発行を継続した。NGO の

求人情報、イベント情報などを発信すると

ともに、国際協力について楽しく学べる

企画を新設した。東日本大震災をはじめ

とする緊急災害時には、緊急まとめて募

金を募る特別配信を実施した。その結

目標購読者数 ：

6,000 人/月 

購読者数：5467 人/

月 



 

 

28 

果、読者数は順調に伸び、1 年間で 600

名以上の新規購読者を獲得した。 

シナジー発行(継

続) 

NGO や国際協力を取り巻く時事に合っ

たテーマで特集を組み、年 4 回滞りなく

発行した。また、読者層の拡大として、IT

や SNS を日頃活用している社会貢献に

関心のある層をターゲットに、スマートフ

ォン・タブレット端末で読むことができる電

子書籍版のシナジーを、2011 年 12 月 1

日発行号より開始した。 

発行部数：1000 部/

回 

販売額：45 万円/年 

発行部数：1000 部/

回、2011年 12月 1

日発行号より 700

部および電子版 

販売額：284,219 円

/年 

グローバルフェス

タ JAPAN2011 事

務局運営(継続) 

一般市民に国際協力を広く周知させるこ

とを目的とした国際協力イベント「グロー

バルフェスタ JAPAN2011」を 10/1、2 に

日比谷公園にて、外務省、JICA とともに

共催した。 

出展団体数は 269 団体（NGO は 169団

体）と昨年を若干下回ったものの、来場者

数は 112,000 人で、過去最高となった。 

目標来場者数：11

万人 

来場者数：11 万 2

千人 

イベント出展 (継

続) 

一般市民（参加者）に国際協力について

知ってもらうと共に JANIC や NGO 活動

への参加を促すような場を提供するた

め、「グローバルフェスタ JAPAN2011」、

「国際協力キャリア・フェア（11/23）」への

出展を行った。また、11/12-11/13 には横

浜で行われた「アフリカンフェスタ」に初出

展した。 

出展イベント：メー

デー中央大会、グ

ローバルフェスタ

JAPAN2011、国際

協力キャリア・フェ

ア 

出展イベント：グロ

ー バ ル フ ェ ス タ

JAPAN2011、国際

協力キャリア・フェ

ア、アフリカンフェ

スタ 

NGO キャリア・プ

ログラム(継続) 

一般市民向けに、NGO への就職・転職

促進を目的に実施した。就職ガイダンス

（各月、但し 4 月を除く）、就職ガイダンス

Special（年 2 回）、他セクターとの共同開

催など多彩なメニューを用意し、開催し

た。NGO データブック 2011 の発行に伴

い、資料も更新し、最新のデータを使用

し、NGO の仕事についての情報を届け

た。また、他社でも同様のサービスがある

中、内容の差別化やターゲットの再検討

を行い、企画案の改善を実施。来年度の

新規メニュー検討も実施。 

参 加 費 合 計 ：

700,000 円 

参 加 費 合 計 ：

579,000 円 

NGO 市民情報セ

ンターの運営 (継

続) 

国際協力の分野で活動しているNGOに

ついて、「知りたい」「参加したい」「勉強し

たい」など、様々な要望に応じた情報の

提供を行った。ブックフェア用書籍の倉

庫として利用するため、9 月~翌年 1 月ま

では一般公開を閉鎖した。 

来客数：15 名/月 来客数：5 名/月 
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世界の貧困問題とＭＤＧｓ達成のためのキャンペーン                

 
事業名 内 容 目標 実績 

MDGs に関する

広報活動（継続） 

MDGs 2015 キャンペーンサイトの運営、

Twitter を通じたメッセージ集め、チラシ

の配布、メールマガジンの配信（2 ヶ月に

1回程度）、MDGs 2015まとめて募金、そ

の他WEBバナー配布などを含む広報活

動を継続した。なおパンフレットについて

は、2011年度に改訂版を作成して配布し

た。 

Site アクセス数： 

(Google Analytics

の数値) 

月間 PV: 10,000、

UU: 5,000 

Twitter メ ッ セー

ジ：5,000 件 

Site アクセス数： 

月 間 PV:3,236 、

UU:2,112 

Twitter メッセージ

数：3,858 件 

MDGs 渉外関連

活動（継続） 

MDGs 2015キャンペーンの参加NGOと

サポーター（後援・協賛・協力・助成・連

携キャンペーン）との連携を維持し、「動く

→動かす」と JICA の「なんとかしなきゃ！

プロジェクト SOS AFRICA キャンペー

ン」とはイベントの協力や共催を通じて、

相乗効果を図った。また、企業などとの連

携を強化し、ワークショップ等の講師派遣

を積極的に行った。 

協力団体：10 団体 

参加 NGO： 60 団

体 

年１回 MDGs カウ

ントダウン・ネットワ

ーク会議開催 

協力団体：11 団体 

参加 NGO：52 団

体 

協賛：11 社（240 万

円） 

MDGs カウントダウ

ン・ネットワーク会

議を 2 月に開催 

MDGsに関するイ

ベントの実施（継

続） 

世界の貧困問題の現状やMDGs達成状

況を伝える国際シンポジウム、ワークショ

ップ、セミナー等を実施した。具体的に

は、6 月の MDGs フォローアップ会合に

あわせた国際シンポジウム、10 月のグロ

ーバルフェスタ JAPAN2011 における公

開セミナー「地球のごはんの日」の開催、

及びMDGsワークショップなどを行った。 

シンポジウム・ワー

クショップ・セミナー

開催：6回以上を主

催 

動員人数：1,000 名 

講師派遣：15 件 

シンポジウム・ワー

クショップ・セミナー

開催：6 回を主催 

動員人数：約 1,060

名 

講師派遣：5 件 

MDGs缶バッジの

販売（継続） 

昨年度制作した MDGs の缶バッジの販

売を JANIC のイベントなどで継続して行

った。 

160 セ ッ ト （ 320

個）、バラ 39 個の

販売目標 

在庫数：85 個 

 

他セクターとＮＧＯとの連携促進                                    

 

事業名 内 容 目標 実績 

CSR推進NGOネ

ットワーク（NGO

研究会）（継続） 

第二期 3 ヵ年計画を策定し、「NGO と企

業の連携の質を高め、量を増やす」ことを

目標に活動を行った。外務省「NGO 研究

会」事業を受託し、参加費と委託事業費と

いう両方のスキームで、当初計画していた

11 回のコア会合、6 回の定例会、「NGO

の企業連携実態調査」、2 回のシンポジウ

ム（広島、東京）を順調にこなすことができ

た。また、本ネットワークのブランディング

活動を行い現在の活動実態に合った新

名称「NGO と企業の連携推進ネットワー

NGO メンバー数：

30 団体 

企業メンバー数：25

社 

NGO 研究会委託

費：465 万円 

NGO メンバー数：

31 団体 

企業メンバー数：18

社 

NGO 研究会委託

費：464 万円 
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ク」やウェブコンテンツを作成したり、有料

の連携相談メニューを立ち上げるなど、今

後の活動につながる成果物を残すことが

できた。本ネットワーク参加をきっかけに、

JANIC 企業協力会員への入会企業が増

えたことも大きな成果であった。 

自治体国際化協

会との連携 （継

続） 

国際協力および多文化共生分野におけ

る自治体と NGO 等の連携を推進するた

め、下記の事業を行った。 

①国際協力および多文化共生に関する

情報収集・提供および啓発事業 

・ライブラリーの運営 

・インターネットによる情報発信 

・グローバルフェスタ JAPAN2011への出展 

②NGO と自治体の連携促進事業 

・自治体と NGO/NPO の連携推進勉強

会の開催（7 月、9 月、12 月、3 月） 

・地域国際化ステップアップ・ワークショッ

プの開催（10 月北海道、11 月広島） 

③国際協力・多文化共生に関するノウハ

ウの提供 

・地域国際化推進アドバイザーの派遣50件 

 

連携件数:10 件 

来訪者数:1,300 名 

業務委託費： 818

万円 

 

連携件数：11 件 

来訪者数：1,734 名

業務委託費： 818

万円 

NGO-労働組合

国際協働フォーラ

ム（継続） 

NGO側事務局としての JANICの主な活

動実績は、1 回の全体会兼学習会開催、

計 5 回の合同企画委員会開催、児童労

働シンポジウム（6 月）開催のサポート、キ

ャンペーン検討タスクチームの運営、年

度末決算などを行った。また、新たな業

務としてメルマガ配信を担当した。 

児童労働ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

(6月)、合同企画委

員会委員会 5回 

JANIC収益：90万円 

児童労働シンポジ

ウムの開催（6 月） 

合同企画委員会開

催 5 回 

JANIC 収益：97.5

万円 

 

ＮＧＯの能力強化と社会的責任の向上                         

 

事業名 内 容 目標 実績 

NGO 組織管理集

中講座(継続) 

立正佼成会一食平和基金合同事業（2

年目/5 カ年計画）。組織運営に必要な専

門知識（総務・労務等、メンタルヘルス）

を体系化して学ぶ研修実施。 

・総務講座およびメンタルヘルス講座企

画のためのワーキンググループ開催。ニ

ーズ調査実施。 

・労務講座、総務講座開催。 

・平成 23年度 4月開催の会計講座とメン

タルヘルス講座の企画・準備。 

・昨年度実施したメンタルヘルスアンケー

トについて専門家に分析依頼。 

・教材共有のウェブサイトページの企画。 

労務講座 1 回開

催、総務或いはメ

ンタルヘルスプロ

グラム開発と各講

座開催（講座定員

各 15 名予定） 

プログラム開発及

び講座実施 

・労務講座(7 月)：

13 名参加。 

・総務講座(2 月)： 

24 名参加。 

・会計講座・メンタ

ルヘルス講座：企

画、実施準備。 

 

次世代リーダー育 庭野平和財団との共同事業として、以下 各助成対象団体へ 2009 年度助成対
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成事業(継続) の 2 つの事業を実施。 

1) 次世代リーダー研修事業（5 ヵ年計

画）助成プログラム。2009 年度助成対象

2 団体への助成および管理業務 

2)上記研修事業に関する全体共有会の

開催 

100 万円／年の助

成、報告会の実施 

全体共有会計 4 回

開催 

象団体による報告

会の実施（2 回） 

全体共有会を東京

（3回）、大阪（1回）

にて計4回開催し、

約 80 名が参加 

NGO 長期スタデ

ィ・プログラム (継

続) 

 

海外研修を通じてNGOスタッフと所属団

体の能力強化を図るための外務省主催

事業。2007 年度から 5 年度目の運営事

務局業務として募集・選考、海外派遣・研

修の進捗確認と経費支払いを実施。研

修テーマは、アドボカシー、広報、事業

実施、人材育成、企業連携等。 

定員（12 名）の派

遣 

11 名の派遣 

（実務研修 10 名、

研修受講 1名） 

研修地域は、アジ

ア 5 名、アフリカ 2

名、中米 1 名、欧

米 2 名。 

災害に強い NGO

育成プロジェクト

（新規） 

Church World Service 主催事業。次の

大規模災害に備え、NGO 及び被災地域

の市民団体の活動の質や効率を高める

ためのセミナー等の研修プログラムの検

討。また国内の大規模災害に対して、長

期的な活動を担える団体を育成すること

を目的とする助成プログラムの対象団体

を選考した。 

研修プログラムの

検討 

助成対象団体（ 3

団体）の決定 

「災害に強い NGO

育成」にむけた研

修プログラムにつ

いて、年間スケジュ

ールを作成した。 

助成対象団体 3 団

体を決定 

調査受託 

（新規） 

JICA 地球ひろばが発注した『NGO 向け

研修・支援事業（平成 19～22 年度）の評

価調査』の実施。 

 アンケート調査およ

び個別ヒアリング

（参加団体及びア

ドバイザー団体他）

を通じた調査結果

と提言取り纏め。 

アカウンタビリテ

ィ・セルフチェック

（ASC）(継続) 

・JANIC 正会員団体の ASC2008 チャレ

ンジ勧奨および立会実施。 

・制度の広報のためのウェブサイト改訂。 

・「ASC2008 改訂委員会」を立ち上げ、

ASC2012 に向けたチェック項目の見直し

の検討を実施。（改訂委員：鶴見委員長/

プラン・ジャパン、小林/チャイルド・ファン

ド 、渡邉 /HFW 、田中 /JANIC 、山口

/JANIC） 

 

・NGO サポート募

金現加盟団体のう

ち ASC2008 未実

施団体（54 団体）

で継続を希望する

団体の 2011 年 7

月末までの申込み 

・新規 48 件 

・ ASC2008Report

（仮称）の作成 

・再チャレンジ制度

の確立 

・41 団体が実施申

込み。うち 36団体が

実施（3 団体次年度

に実施持ち越し、2

団体申し込み後辞

退）。（NGO サポー

ト募金辞退は 15 団

体） 

・ASC2008 開始から

累計 59 団体が実

施。 

・新規立会人 3 名

追加（計 12 名）。 

・ASC2008 改訂委

員会 4 回開催。 
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ＪＡＮＩＣ会員及びＪＡＮＩＣ組織体制                         

 
事業名 内 容 目標 実績 

正会員(継続) 

・ 新規会員の加入促進に係る戦略策定

と実施 

・ 改訂版会員規定に沿った会費徴収シ

ステムの確立 

・ 正会員の集いの開催（12 月 5 日、参

加団体数 36 団体、参加人数４９名） 

110 団体（新規 14

団体） 

改訂版会員規定の

定着 

新規入会 2 団体 

退会 1 団体 

97 団体 

正会員ワーキング

グ ル ー プ (WG) 

(新規) 

JANIC 正会員が自主的に WG を作り、

様々なイシューについて学び、情報交換

する場として提供。正会員よりテーマを受

付け、提案団体を中心にWGを構成する

ことが可能である旨説明実施。 

新規 2 件程度の立

上げ 

6月に「公益法人に

関する NGO 連絡

会」が発足した。 

個人協力会員 

(継続) 

新規会員サービスの立上げ、既存事

業とのタイアップ入会促進および広報ツ

ールの作成を行い、既存会員のフォロー

および新規会員獲得を実施した。 

個人協力会員：

250 名（250 万円） 

個人協力会員：166

名（1,604,000 円） 

団体協力会員 

(継続) 

・ 既存団体へのフォローを丁寧に行

い、継続率を高めた。 

・ 東日本大震災関連でできた NPO 関

係を含む幅広いセクターへ働きかけ、

ネットワークの拡大に努めた。 

60 団体 

（250 万円） 

入会 6 団体 

退会 4 団体 

2,317,500 円 

企業協力会員 

(継続) 

CSR 推進 NGO ネットワークの活動や震

災タスクフォースのつながり等から新規企

業会員を 8 社獲得した。その際原則 2 口

での入会を依頼した。既存会員に対して

は、継続依頼時に合わせて会費増額（1

口→2 口）を依頼した。 

45 社（330 万円） 40 社（315 万円） 

 

財源および自己財源                                          

 
事業名 内 容 目標 実績 

NGO サポート募

金(継続) 

信頼性向上のためにASC2008の義務化

および認定NPO法人格取得に向けて計

画書・予算書、報告書・会計報告書提出

の義務化を実施した。また、2011 年 3 月

12 日に立ち上げた「東日本大震災活動

支援まとめて募金」を年間を通じて運営

し、目標額を大きく上回る寄付を得ること

ができた。英語サイトの開設、毎月の全

団体分活動報告書のウェブアップ（一部

郵送）等を行い、支援者の幅とリピーター

を増やすとともに、多額の寄付を迅速に

参加団体に分配したことで、NGO への

「支援金」の信頼性とその効果を広めるこ

年間募金額：5,850

万円（個人：60 万

円、法人：1,020 万

円 、 緊 急 支 援 ：

4,750 万円、MDGs：

20 万円） 

年間募金額 ： 約

9,740 万円（個人：

約 22 万円、法人：

約 1,20０万円、東

日本大震災 ： 約

8,220万円、緊急支

援（東アフリカ飢

餓）：約 190 万円、

MDGs 事業： 230

万円） 
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とができた。 

一方で常設募金に関しては、個人からの

寄付額は伸びず、大口のドナーであるヤ

マダ電機を含む企業との連携案件による

寄付が目立った。 

また、昨年度に引き続き当該サイトの充

実を図り、スタッフインタビューの掲載

（JANICユースとの協働）、募金額の報告や

寄付者メッセージの掲載等を行った。 

JANIC 応援募金

（単体寄付） 

(継続) 

夏と冬の募金キャンペーンを中心に、ネ

ットワークNGOとしての JANICの価値を

これまでの寄付者や個人会員、スタッフ

の知り合いなど、これまで JANIC と接点

のあった人や顔の見える関係者に丁寧

に寄付を呼びかけた。その結果、目標額

をほぼ達成することができた。 

募金総額：280 万

円 

募金総額：279 万

円 

JANIC 出版物販

売(継続) 

JANIC Books サイトやイベント会場でセ

ール販売を強化し、在庫一掃に努めた。

売上は、データブック 2011が好調で目標

の 300 冊を超えた。シナジーは、目標値

がかなり高く設定されていたため、次年

度は現実的な目標設定が必要である 

販売額：100 万円 販売額：90 万円 

シナジー広告 

(継続) 

既存の掲載主を逃さず、加えて新規公告

主の獲得に努めたが、新規企業は予算

を確保していないことを理由に掲載を断

られることが多かった 

広告費総額： 120

万円 

広告費総額： 105

万円 

JANIC25 周年記

念募金（新規） 

2012 年度より 25 周年記念のファンドレイ

ジングを本格的に行うこととしたため、

2011 年度には着手しなかった。 

50 万円 0 円 

リサイクル品回収

（物品寄付） 

(継続) 

未使用ハガキ、書き損じハガキ、未使用

切手、各種未使用プリペイドカード、商品

券の寄付受付を行い、換金収入や郵便

費用の削減において、JANIC の財政基

盤の充実に寄与した。 

換金収入額：35 万

円 

換金収入額：51 万

円 

講師派遣・講演

(継続) 

既存の講師派遣メニューの広報を実施

し、大学や企業、自治体など他セクタ

ーを中心に働きかけを強化した。また、

職員研修の一環としても捉え、事務局

長や次長だけでなく、一般職員も積極

的に派遣できるようなプレゼンツールの

作成と内部研修を行った。特に MDGs

ワークショップについては内部勉強会

を複数回行い、企業を中心に 9 件の主

催・派遣を行うことができた。メニュー化

をした理事への派遣依頼は得ることが

でき無かったが、目標額を大きく上回る

成果を残すことができた。 

180 万円（事務

局）、50 万円（理

事） 

323 万円(事務局) 
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広報サービス 

(継続) 

味の素「食と健康」社会貢献プログラム、

三井住友海上火災保険「ボランティア保

険」、「ファンドレイジング日本・2012」の広

報業務を受託した。一方で、新規の開拓

は計画通りに進まず、目標額には届かな

かった。 

100 万円（40 万円

×2件、20万円×1

件） 

63 万円 

JANIC 

Laboratory 

ジャニラボの開催 

(継続) 

 

国際協力及び NGO の最新トレンドを学

ぶ 2日間集中講座を開催。対象は市民、

新人 NGO スタッフ。NGO、アドボカシ

ー、海外事業立案手法、他セクター連携

等の入門プログラム。学生、社会人がほ

ぼ半々参加。参加者の満足度が高く、

NGO インターンやボランティア参加、参

加者同士のネットワークも生まれた。 

90 万円、3 回（うち

1 回は 2010 年度よ

り延期）、各回30名

の参加者 

90 万円達成。3 回

実施（4、9、3 月）。

合計 91 名参加。 

 

 

ＪＡＮＩＣ共通事業                                              

 

事業名 内 容 目標 実績  

グローバル市民社

会ファンドの検討

(新規) 

日本 NPO センターへのヒアリングを実施

した。 
調査の開始（複数

の調査先を想定） 
1 組織のヒアリング 

２５周年記念事業

(新規) 

タスクチームを立ち上げ、事業内容を検

討して計画を作成した。それに基づいて

DVD 用の映像撮影を開始した。 

計画書の作成 事業計画を作成 

NGO 相談員(継

続) 

外務省受託事業。国際協力や NGO に

ついての一般市民からの問合せへの対

応とイベント会場等での相談コーナーの

設置や地方への出張対応などを行った。 

出張サービス 5 件

を含む例年通りの

実施 

相談対応（月平均

65 件） 

出張サービス 5 件

実施 

 

 


